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重要インフラ事業者に必要な特権アカウント管理 

2017 年 7 月 

エンカレッジ・テクノロジ株式会社 

はじめに  

 

サイバー空間を利用して行われる攻撃が、かつての個人の自己顕示欲を満たすいたずら的な要素から、金銭目的や大規

模なシステム障害を引き起こす政治的・組織的な目的のための手段として、その対策の重要性が益々高まっています。そ

のため政府は、サイバー攻撃によって社会の重要インフラが混乱を招き、国民に不利益が生じないよう、重要インフラを

担うステークホルダーがともに協力し、いかなる攻撃からもインフラを守ることを目的に、方針や対策に関するガイドラ

インを整備してきました。 

 

本書では、これらの「重要インフラ」向けのガイドラインから、社会の重要インフラを担う事業者が何を、どのように

取り組むべきかについて、その中でも特に考慮すべき特権アカウント管理について解説します。  
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重要インフラ事業者に期待されている活動とは？ 

「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次行動計画」が決定 

2017 年 4 月、これまでの活動結果を踏まえた上で、2020

年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、重

要インフラサービスを安全かつ持続的に提供できるよう、更

なる施策の浸透と事業者への態勢整備・強化を進める目的

で、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 4 次行

動計画」が決定されました。 

 

この行動計画では、内閣官房及び各監督省庁において、各

種ガイドラインの整備・改良、情報共有・情報提供、サイバ

ーセキュリティ演習の実施、広報活動などによる啓蒙などを

実施する一方、重要インフラ事業者には、安全基準への対

応、インシデントの情報共有、リスクマネジメントの PDCA

による継続的な改善など、自らの活動による安全確保を要請

しています。 

ガイドラインの示す対応範囲と対策のアプローチ 

 重要インフラ事業者が取り組むべき範囲とそのアプローチを考える上で、参照すべき以下のようなガイドラインが発行

されています。 

ガイドライン名 説明 

重要インフラにおける情報セキュリティ確保に

係る安全基準等策定指針 

安全基準等の必要性やその中で規定することが望ましい項目を訴

求 

重要インフラにおける情報セキュリティ確保に

係る安全基準等策定指針 対策編 

指針本編に記載する情報セキュリティ対策項目の具体例を記載し

た項目集 

重要インフラにおける情報セキュリティ対策の 

優先順位付けに係る手引書 

～継続的改善における「効果的・合理的」な実現

に向けて～ 

指針対策編Ⅱ.3「『Check(確認)・Act(是正)』の観点」における

課題抽出、リスク特定及びリスク分析並びにⅡ.1.1.(1)「抽出した

課題に基づくリスク評価」の対策項目についての解説や取組例を

記載した手引書 

 

（1） 対策すべき範囲は、外部からのサイバー攻撃だけではない 

重要インフラ事業者に期待されるサービスの安全と継続的なサービス提供を揺るがすリスク要因は、外部からの

サイバー攻撃だけはありません。ガイドラインでは、考慮すべきリスク要因として、意図的な原因、偶発的な原因

および環境的な原因に分類しており、意図的な原因としては、悪意のある外部者による攻撃だけではなく、内部者

図 1. 重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 4 次

行動計画概要 

表 1. 重要インフラの情報セキュリティ対策に関する各ガイドラインの位置づけ 



重要インフラ事業者に必要な特権アカウント管理 

 

Copyright© 2002-2017 Encourage Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.                                  3 

の不正も対象として示しています。また偶発的な原因には、操作ミス、設定ミス、機器の故障なども想定すべき範

囲の例として示されています。 

つまり、重要インフラ事業者の対策すべき範囲は、サービスの継続的な提供を揺るがしかねない、あらゆるリス

ク要因に対して必要な手立てを行うことが求められています。 

 

図 2. 重要インフラのセキュリティ対策で考慮すべきリスク要因 

 

（2） 優先づけのためのリスク管理アプローチ 

ガイドラインでは、限られた経営資源の中で、

優先度に応じて段階的に講じることが肝要であ

るとしており、その優先度を見極める際に、重要

インフラ事業者が自らの状況を正しく認識する

ことが重要だとされています。 

そのためのアプローチとして、リスク要因の

発生頻度や発生した場合の影響範囲の大きさな

ど、リスク要因を評価した上で、適切な対応を取

ることが望ましいとされています。 

これらのガイドラインが示すことは、重要イ

ンフラサービスの安全かつ持続的なサービス提

供を実現する正しいアプローチは、サービス提供を阻害するあ

らゆる要因に対する自らの対応状況を正確に把握し、そのリス

クの発生頻度や発生した際にサービスに与える影響範囲など

をもとに優先順位を策定し、正しく対応を行う、つまりリスク

マネジメントの実践を事業者に期待しているということにな

ります。 

 

 

 

図 3. 優先づけのためのリスク管理アプローチ 

 

図 4. リスクの内容に対処方法の分類 
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システムリスク要因における特権アカウント管理の重要性 

前項の考え方を踏まえた上で、システム停止などの重大な問題を発生させる様々な原因とその対策について、考えてみ

ます。 

ガイドラインの示す対応範囲と対策のアプローチ 

表 2. 情報システムを取り巻くリスク要因と対処方法に関するアセスメント例 

分類 内容 重要インフラに与える影

響 

主な対処方法 発生 

頻度 

影響度 

意図的な原因

（外部） 

DDoS 攻撃 システム停止 IPS/IDS などの機器導入 中 中 

脆弱性に対する不

正アクセス 

システム停止・改ざん 

機密情報の搾取・改ざん 

修正パッチの適用 

アプリケーション FW の導入 

中 中 

標的型攻撃/ラン

サムウェア 

システム停止・改ざん 

機密情報の搾取・改ざん 

マルウェア対策製品の導入 

特権アカウントパスワード管理 

ログ・証跡管理 

中 高 

フィッシングサイ

トなどによるアカ

ウント情報の搾取

による不正送金 

金銭の横領 マルウェア対策製品の導入 高 中 

意図的な原因

（内部） 

システム管理者の

不正行為 

システム停止・改ざん 

機密情報の漏えい・喪失 

特権アカウント管理 

特権アカウント操作の監視・記録 

中 高 

不正プログラムの

埋め込み 

システム誤動作 

機密情報の漏えい・喪失 

開発と運用の権限分離 

変更管理 

特権アカウント操作の監視・記録 

中 高 

偶発的な原因 システム管理者の

操作ミス・誤操作 

システム誤動作 

機密情報の漏えい・喪失 

操作手順の文書化/自動化 

特権アカウント操作の監視・記録 

高 中 

プログラムの致命

的なバグ・不具合 

システム誤動作 

機密情報の漏えい・喪失 

変更管理プロセスの厳格化 

テスト環境での動作確認 

高 中 

機器の故障 システムや保管データの

破壊・逸失 

バックアップ 

冗長構成化 

高 中 

環境的な原因 

  

自然災害 システムや保管データの

破損・逸失 

バックアップ 

DR サイトの設置 

低 高 

テロ システムや保管データの

破損・逸失 

バックアップ 

DR サイトの設置 

低 高 

 

 表は、重要インフラサービスの継続的な提供を揺るがしかねないリスク要因を体系的に整理した例を示すものです。尚、
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発生するリスク要因とそれぞれの要因の発生頻度、影響度はシステムの種類や環境によって変わってくるため、各社の状

況に合わせて実施されることをお勧めします。 

ガイドラインが示す通り、それぞれのリスク要因の発生頻度、影響度に鑑み、優先度を考慮して、適切なリスクへの対

処を実施していくことが必要ですが、一方で、「主な対処方法」の欄に目を向けると、別のことが分かってきます。それは、

異なる複数のリスク要因に対して、同一の対処方法が記述されている場合があるということです。つまり、個々のリスク

に対する発生頻度・影響度で優先順位を考えることも重要ですが、より広範囲のリスク要因に対処可能な対策を講じるこ

とで、複数のリスク要因をまとめて低減させるアプローチを考える方が、より効果につながる可能性があるということで

す。 

 

多様なリスク要因への対処として特権アカウント管理を検討すべき 

 このような考え方に基づいた場合、特権アカウントの適切な管理及びその使用ログの取得と検査は、多くのリスク要因

に対する対処に有効であることから、優先して実施すべき分野であることが伺えます。 

なぜ、特権アカウント管理が多くのリスク要因に対して効果的な対策となりうるのでしょうか？以下にその理由を示し

ます。 

 

（1） システム管理作業で日々特権アカウントが使用されている 

重要インフラを支える情報システムの日々の運用・保守や必要な変更（バージョンアップ・不具合修正）作業な

ど、日々のシステム管理作業で、特権アカウントが使用されています。 

特権アカウントは、システムに対して高い権限を有するため、意図的にしろ、偶発的な理由にしろ、誤った使用

によるシステムへの影響範囲が非常に大きくなります。そのため、必要最小限の使用に限定すべきですし、使用内

容は常に監視・記録され、不正使用や誤用によるリスクに十分対処する必要があります。本件に関する詳細は、弊

社ホワイトペーパー「システム管理者・外部委託先による情報漏えいを防ぐには」で詳しく解説しています。 

 

（2） 悪意のある外部の攻撃者に初期潜入を許してしまった後に実施される内部探索活動で特権アカウントが奪われる 

巧妙な偽装メールを送り付け誤ってメールを開封したり、添付ファイルを開いてしまうことによって初期潜入を

許してしまう高度標的型攻撃では、初期潜入後、様々なツールを駆使し内部探索活動が行われることが分かってい

ます。その中でも、特に Active Directory や重要システムの管理者アカウント、すなわち特権アカウントの認証情

報を搾取する行動によって、重要システムにアクセスすることを許してしまうことで、攻撃者の最終目的である重

要システムへの侵入・機密情報の改ざんにつながるため、特に注意する必要があります。 

もはや初期潜入を完全に防止できない中、侵入を前提とした内部対策、中でも重要システムの特権アカウントの

保護の重要度が高まっていると言えます。本件に関する詳細は弊社ホワイトペーパー「標的型攻撃の内部対策の要・

特権アカウントの保護」で詳しく解説しています。 

尚、2017 年 3 月 16 日の内閣サイバーセキュリティセンター 重要インフラ専門調査会 第 10 回会合の中で報告

された『2016 年度 重要インフラにおける「補完調査」について』では、2016 年度に発生した IT 障害等の事例に

ついて、ヒヤリングなど現地調査結果の中から、類似事例の発生状況（可能性）や社会的影響の大きさを考慮して、

今後の気づき・教訓のために 6 つの事例が紹介されています。その中で、事例 4「管理サーバーへの不正アクセス」

として、顧客情報等を保管した管理サーバーの管理者アカウントとパスワードを攻撃者が取得し、顧客情報を搾取

されたケースが紹介されており、再発防止策の一つとして管理者アカウントの ID、パスワードの変更やログの適切

な取得が明記されています。 
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弊社の特権アカウント管理ソリューション 

弊社では、様々なリスク要因の対処のための特権アカウントおよびその使用内容の適切な管理を実現するソフトウェア

を開発し、重要インフラを担う事業者に対し、安全で安定的なサービス提供を実現するためのご支援を行っております。 

 

 小規模システム向けオールインワンパッケージ ESS AdminGate VA 

ESS AdminGate VA は、比較的小規模なシステム対し、特権アカウント＆証跡管理を実現するパッケージです。

ワークフロー、アカウント貸与、操作証跡の取得、ファイルの入出力管理などの必要機能をオールインワンで提供、

仮想アプライアンス方式によって提供されるため、導入・設定が容易ですぐにご利用いただけるのがメリットです。 

 

 大規模で細かな要件に対応できる ESS AdminControl＋ESS REC 

特権アカウント管理を担う ESS AdminControl、証跡管理を実現する ESS REC とそれぞれの機能に特化した専

門製品を組み合わせ、必要な対策を講じる中・大規模システム向けのソリューションです。それぞれの製品は細か

な要件に応えられるよう高機能であり、環境に応じて柔軟にシステム構成を変えることも可能です。 

弊社ソリューション主要機能 

弊社ソリューションは、特権アカウントに係るリスク対処に必要な対策を以下の機能を提供することで実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

システム操作 監視/証跡 ファイル持出制御（情報漏えい対策） 

 

 
 

サーバーからファイルを作業者単独で持ち出

せないよう持ち出しファイルを制御 

持ち出しファイルにマイナンバーや個人情報が

含まれていないか検査し、アラートを表示 

ログ解析の専門知識がなくても、容易に点検

が可能となるよう、操作内容を動画やテキス

トで記録 

許可されない操作が実行された場合に即時

にアラートが上がる検知機能 

特権 ID に対するアクセス制御 

 

特権 ID使用者の識別 

 

ワークフローを用いた事前申請に基づく特権ア

カウントの貸与でアクセス制御を実現 

特権アカウントのパスワードを隠ぺいし、漏え

いリスクを低減 

特権アカウントとその使用者の個人を紐づけ

る独自技術により、アカウントを共有して利用

する場合でも、使用者を識別するとともに、許

可されないユーザーによる不正使用を防止 
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